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１．課題目標（期間全体） 

本課題においては、これまでに開発されたクロマグロ稚魚用配合飼料のさらなる高機能化を目  
指す。そのため課題（１）－１と連携して、メタボローム解析による飼料および栄養素の消化吸  
収特性評価手法を開発し、クロマグロ稚魚の消化吸収特性に基づく飼料中栄養素の適性を評価す 
る。また、上記の知見を活用した飼料組成の改良と育成成績への影響評価を行う。さらに、消化 
管内容物のメタボローム・メタゲノム解析を行い、クロマグロ稚魚の消化・吸収特性に関する基 
礎的知見を得る。これらの知見を統合し、成長・生残に優れたクロマグロ稚魚用配合飼料を開発 
する。 
 

２．課題実施計画と成果概要 
平成 30 年度計画（目的・方法・期待される成果） 

目的：

本課題では、これまでの検討により配合飼料の高機能化に有効と判断された、メタボローム解 
析の応用による飼料組成の改良事例を更に積み重ねる。そのため、前年度までにメタボローム解 
析によって抽出された特徴的な吸収・代謝挙動を示す栄養成分のうち、未検討のものに着目し、 
それらの成分を調整した配合飼料を作製する。これらの飼料と小・中規模飼育実験系を組み合わ  
せて、新規組成を持つ配合飼料の有効性を評価する。さらに、連続人工消化系を用いた原料およ 
び飼料の消化試験を行い、クロマグロ稚魚における栄養素の消化に関する知見を得る。以上の評 
価手法により得られた結果を合わせて、クロマグロ稚魚期における栄養素の消化吸収・代謝特性 
を明らかにし、高機能・高効率な配合飼料の開発手法を確定する。 
 
方法： 
① タウリン添加試験 
・課題（１）－１で得られたメタボローム解析の結果を見直し、クロマグロ稚魚において特に吸 
収性の高い栄養成分を更に選定し、その成分を強化した配合飼料を作製する（林兼産業、鹿児 
島大学）。これらの飼料を用いた中規模飼育試験を実施し、育成成績、体組成分析および血液化 
学成分分析の結果より、飼料の有効性を評価する。（水産研究・教育機構、鹿児島大学）。 
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② In vitro 消化および飼育試験による評価 
・連続人工消化（in vitro 消化）系による飼料原料および飼料の消化性スクリーニングを行う（鹿 
児島大学、水産研究・教育機構）。得られた消化産物について分析を行い（鹿児島大学、理化学 
研究所、水産研究・教育機構）、クロマグロ稚魚における原料と飼料の消化に関する知見を得 
る。さらに、in vitro 消化により評価した飼料に関して小規模飼育試験を実施し、成長・消化性 
への影響を確認する（水産研究・教育機構）。 

③ ヒスチジン添加試験 
・前年度に課題（１）－１で得られたメタボローム解析の結果から、クロマグロの代謝に重要で 
あると考えられる栄養成分（ヒスチジン）を選定し、その成分を添加した配合飼料を作製する 
（林兼産業、鹿児島大学）。これらの飼料を用いて中規模飼育試験を実施し、NMR によるノン 
ターゲット分析（課題（１）－１担当）および関連代謝物のターゲット分析を行うことで、 
添加した栄養成分が代謝等に与える影響を評価する（理化学研究所、水産研究・教育機構、鹿 
児島大学）。 

④ アルギニン添加試験 
・課題（１）－１で得られたメタボローム解析の結果から、クロマグロの代謝に重要であると考  
えられる栄養成分（アルギニン）を選定し、その成分を添加した配合飼料を作製する（林兼産 
業、鹿児島大学）。これらの飼料を用いて小規模飼育試験を実施し、NMR によるノンターゲッ 
ト分析（課題（１）－１担当）を行うことで、添加した栄養成分が代謝に与える影響を評価 
する（理化学研究所、水産研究・教育機構、鹿児島大学）。 

 
期待される成果： 
・メタボローム解析に基づいた飼料組成の改良手法が明示される。 
・改良した飼料の有効性が実用規模で実証される。 
・クロマグロ稚魚期における飼料・栄養素の消化および代謝に関する知見が得られる。 

平成 30 年度成果概要

① タウリン添加試験 
・前年度までの課題（１）－１の分析結果から、クロマグロ稚魚において吸収性の高い成分とし  
てタウリンを選定し、タウリン無添加飼料（対照区）、タウリン 2%添加区、タウリン 4%添加  
区の 3 種の試験飼料を作製した（表 2-1、林兼産業）。試験飼料のタウリン含量（分析値）は無 
添加（対照）：0.75％、タウリン 2％添加：2.73％、タウリン 4％：4.81％を示し、添加率を良く 
反映した。これらの試験飼料および 20kL 水槽を用いた 10 日間の飼育試験の結果、タウリン 
2％添加区の体重、全長および飼料効率は対照区およびタウリン 4％添加区よりも改善された 
（図 2-1、鹿児島大学・西海区水産研究所）。一方、タウリン 2％添加区の生残率は対照区およ 
びタウリン 4％区よりもわずかに低かった（図 2-2、鹿児島大学・西海区水産研究所）。この原 
因を明らかにするため、水槽内での行動と死亡個体を観察したところ、死亡に繋がるような噛 
み合い行動が飼育期間の後半において頻出し、死亡個体の体表側面には咬み傷が観察された 
（図 2-3、鹿児島大学・西海区水産研究所）。この現象が平均体サイズの大きかったタウリン 2％ 
区において観察されたことから、クロマグロ稚魚の体サイズや飼育密度に対して飼育水槽の容 
量が限界を超えていたことが、生残率低下の要因と考えられた。また、肥満度はタウリン 4％ 
添加区において、比肝重量（図 2-4、鹿児島大学）についてはタウリン 2％および 4％添加区に 
おいて、加えて、血中トリグリセリド濃度（図 2-5、鹿児島大学）はタウリン 2％添加区におい 
て、それぞれ対照区よりも高かったことから、タウリンはクロマグロ稚魚の成長、肝臓の発達 
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および飼料脂質の利用性に影響を与えることが強く示唆された。さらに、タウリン 2％添加区 
の血液中ヘモグロビン、グルコース、総タンパク質濃度（図 2-6、鹿児島大学）は対照区およ 
びタウリン 4％添加区よりも良好な数値を示したことから、タウリンはクロマグロ稚魚の健全 
性においても重要な役割をもち、飼料中の濃度は 2.7％程度が適当と考えられた。 

・生体内での脂質利用に対するタウリン添加の影響を調べるため、魚体および肝臓の脂質含量、 
脂質クラス組成分析および肝臓の組織学的観察を行なった。飼育試験終了後の魚体総脂質含量 
は 1.6〜1.7％（湿重量基準）を示し、試験区間における差は見られなかったが、肝臓脂質含量 
はタウリン 2%添加区で有意に低かった（図 2-7、鹿児島大学）。また、魚体総脂質中の中性／ 
極性脂質比はタウリン 2％添加区で最も低くなり、脂質クラス組成分析により中性脂質の中で 
もトリグリセリドの割合が減少することが示された（図 2-8、鹿児島大学）。これらの結果から、 
タウリン添加により魚体の脂質代謝が影響を受けることが示唆された。さらに、試験開始時（33 
日齢）および終了後の稚魚から肝臓の凍結組織切片を作製し脂質特異的に染色した結果、試験 
開始時の肝臓では脂質の蓄積がほとんど見られなかったが、飼育終了時には多くの油滴が観察 
された（図 2-9、鹿児島大学）。これらの結果から、一般的な沖出しサイズと思われる約 30 日 
齢のクロマグロでは、肝臓への脂質蓄積は十分ではないが、発育に伴い脂質を徐々に蓄積して 
いくことが考えられ、この時期における脂質栄養の重要性が示唆された。 

・各試験区の肝臓から抽出した Total RNA を用いて RNA-seq 解析を行い、遺伝子発現を網羅的に 
解析した。各試験区の遺伝子発現プロファイルを用いてパスウェイ解析を行ったところ、対照 
区と比較してタウリン 2%添加区においてリポタンパク質代謝経路が活性化していることが示 
唆された（図 2-10、中央水産研究所）。さらに、個別の遺伝子発現量を比較したところ、対照 
区と比較してタウリン 2、 4%添加区において、リポタンパク質を構成する Apo E、 Apo A-IV、  
およびリポタンパク質の細胞内への取り込む機能を持つ LRP の発現が高い傾向を示した（図 
2-11、中央水産研究所）。このことから、タウリン添加区では肝臓におけるリポタンパク質の合 
成が活性化していることが示唆された。 

・以上の結果を合わせてタウリンが成長を促進するメカニズムを考察する。タウリン添加により 
肝臓におけるリポタンパク質の合成が活性化し（図 2-10）、肝臓脂質含量の低下（図 2-7）およ 
び血中トリグリセリド値の上昇（図 2-5）が見られたことから、タウリンは肝臓から末梢組織 
への脂質供給を促進する効果を持つことが示唆された。さらに、タウリン添加により魚体総脂 
質中のトリグリセリドの割合が減少した（図 2-8）ことから、魚体内でエネルギー源としての 
脂質の利用が活発になることが示唆された。以上のことから、タウリンはエネルギー源として 
の脂質の利用を促進させるとともにタンパク質を効率的に同化させ、成長を促進すると推察さ 
れた。以上より、沖出し前後（日齢 30 日頃）のクロマグロ稚魚には脂質栄養が重要であり（図 
2-9）、脂質の利用を促進するタウリンはこの時期の重要な栄養素となることが示唆された。 

② In vitro 消化および飼育試験による評価 
・飼料タンパクの消化性を向上させる目的で、製造時に特殊な処理を施した魚粉を試作し、これ 
を用いて試験飼料を作製した。また、対照区として通常の魚粉を用いて飼料を作製した。（林兼 
産業） 

・これらの飼料について in vitro 消化手法を用いて連続消化を行い、胃〜腸の各消化段階におい 
て生じた 4％TCA 可溶性画分中の含窒素成分（遊離アミノ酸あるいは低分子のペプチド）量を  
調べたところ、特殊処理魚粉飼料では胃〜腸いずれの消化段階においても対照区の飼料よりも 
含窒素成分量が多かった（図 2-12、鹿児島大学）。このことから、特殊処理魚粉は消化性に優 
れていることが示唆された。 

・これらの飼料を用いて 1t 水槽で給餌試験を行ったところ、成長性に関しては有意な差が認めら 

② In vitro 消化および飼育試験による評価 
・連続人工消化（in vitro 消化）系による飼料原料および飼料の消化性スクリーニングを行う（鹿 
児島大学、水産研究・教育機構）。得られた消化産物について分析を行い（鹿児島大学、理化学 
研究所、水産研究・教育機構）、クロマグロ稚魚における原料と飼料の消化に関する知見を得 
る。さらに、in vitro 消化により評価した飼料に関して小規模飼育試験を実施し、成長・消化性 
への影響を確認する（水産研究・教育機構）。 

③ ヒスチジン添加試験 
・前年度に課題（１）－１で得られたメタボローム解析の結果から、クロマグロの代謝に重要で 
あると考えられる栄養成分（ヒスチジン）を選定し、その成分を添加した配合飼料を作製する 
（林兼産業、鹿児島大学）。これらの飼料を用いて中規模飼育試験を実施し、NMR によるノン 
ターゲット分析（課題（１）－１担当）および関連代謝物のターゲット分析を行うことで、 
添加した栄養成分が代謝等に与える影響を評価する（理化学研究所、水産研究・教育機構、鹿 
児島大学）。 

④ アルギニン添加試験 
・課題（１）－１で得られたメタボローム解析の結果から、クロマグロの代謝に重要であると考  
えられる栄養成分（アルギニン）を選定し、その成分を添加した配合飼料を作製する（林兼産 
業、鹿児島大学）。これらの飼料を用いて小規模飼育試験を実施し、NMR によるノンターゲッ 
ト分析（課題（１）－１担当）を行うことで、添加した栄養成分が代謝に与える影響を評価 
する（理化学研究所、水産研究・教育機構、鹿児島大学）。 

 
期待される成果： 
・メタボローム解析に基づいた飼料組成の改良手法が明示される。 
・改良した飼料の有効性が実用規模で実証される。 
・クロマグロ稚魚期における飼料・栄養素の消化および代謝に関する知見が得られる。 

平成 30 年度成果概要

① タウリン添加試験 
・前年度までの課題（１）－１の分析結果から、クロマグロ稚魚において吸収性の高い成分とし  
てタウリンを選定し、タウリン無添加飼料（対照区）、タウリン 2%添加区、タウリン 4%添加  
区の 3 種の試験飼料を作製した（表 2-1、林兼産業）。試験飼料のタウリン含量（分析値）は無 
添加（対照）：0.75％、タウリン 2％添加：2.73％、タウリン 4％：4.81％を示し、添加率を良く 
反映した。これらの試験飼料および 20kL 水槽を用いた 10 日間の飼育試験の結果、タウリン 
2％添加区の体重、全長および飼料効率は対照区およびタウリン 4％添加区よりも改善された 
（図 2-1、鹿児島大学・西海区水産研究所）。一方、タウリン 2％添加区の生残率は対照区およ 
びタウリン 4％区よりもわずかに低かった（図 2-2、鹿児島大学・西海区水産研究所）。この原 
因を明らかにするため、水槽内での行動と死亡個体を観察したところ、死亡に繋がるような噛 
み合い行動が飼育期間の後半において頻出し、死亡個体の体表側面には咬み傷が観察された 
（図 2-3、鹿児島大学・西海区水産研究所）。この現象が平均体サイズの大きかったタウリン 2％ 
区において観察されたことから、クロマグロ稚魚の体サイズや飼育密度に対して飼育水槽の容 
量が限界を超えていたことが、生残率低下の要因と考えられた。また、肥満度はタウリン 4％ 
添加区において、比肝重量（図 2-4、鹿児島大学）についてはタウリン 2％および 4％添加区に 
おいて、加えて、血中トリグリセリド濃度（図 2-5、鹿児島大学）はタウリン 2％添加区におい 
て、それぞれ対照区よりも高かったことから、タウリンはクロマグロ稚魚の成長、肝臓の発達 
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れなかった（図 2-13、西海区水産研究所）。しかし、飼育試験により得られた糞について NMR 
分析を行ったところ、特殊処理魚粉区では飼料中のアミノ酸が多く、糞中のアミノ酸が少なか 
ったことから、対照区と比較してアミノ酸が効率的に吸収されることが示唆された（図 2-14、 
理化学研究所）。 

③ ヒスチジン・イミダゾールペプチド添加試験 
・前年度に実施した 13C 標識アミノ酸の追跡実験（課題（１）－１）により、クロマグロ稚魚の 
筋肉においてヒスチジンが高濃度に蓄積されることが示唆された。このため、ヒスチジンがク 
ロマグロ稚魚の生育に及ぼす影響を評価する目的で、ヒスチジン添加飼料を作製した。また、 
法令上使用可能なヒスチジン源として、ヒスチジンを含むジペプチドであるイミダゾールペプ 
チド（天然物由来）を添加した飼料も作製した。（表 2-2、林兼産業） 

・これらの飼料を用いて小規模水槽で給餌・採糞を行い、得られた糞便について NMR 分析を行  
った。その結果、添加したヒスチジン、イミダゾールペプチド（アンセリン、カルノシン）は 
いずれも糞中でシグナルが大幅に減少しており、効率的に吸収されることが示された。（西海 
区水産研究所、理化学研究所） 

・さらに、これらの飼料を用いて中規模水槽（20t）で飼育試験を行ったところ、成長・餌料効率  
に差は見られなかった（図 2-15、長崎県総合水産試験場）。試験終了時に採取した筋肉および 
肝臓は課題（１）－１に提供し、メタボローム解析による評価を行った。 

・試験飼料と飼育試験終了後のクロマグロ稚魚から採取した筋肉および血漿のイミダゾールペ 
プチドおよび関連化合物を HPLC により定量した。試験飼料中イミダゾールペプチドおよび関 
連化合物含濃度はそれぞれの添加量を良く反映していた。筋肉の分析において、イミダゾール 
ペプチド添加区では他試験区よりも有意に高い濃度のアンセリンおよびカルノシンが検出さ 
れた。さらに、ヒスチジン添加区では他の試験区よりも有意に高い濃度のヒスチジンが検出さ 
れた。また、β-アラニン濃度に試験区間での差は見られなかった。筋肉中のメチルヒスチジン 
は全ての試験区において痕跡程度の濃度であったが、イミダゾールペプチドとヒスチジン添加 
区の血漿中には対照区よりも高濃度で検出された。これらの結果より、飼料にイミダゾールペ 
プチドを添加するとアンセリンやカルノシンが筋肉および血漿中に高濃度で蓄積することが 
明らかになった。さらに、対照区の血漿中には他の試験区よりも高濃度のヒスチジンが検出さ 
れたが、他試験区では検出されたメチルヒスチジンが検出されなかったことから、飼料中ヒス 
チジン源の化学構造の違いがクロマグロ稚魚のヒスチジン代謝に影響を及ぼすことが示唆さ 
れた。（図 2-16、鹿児島大学） 

・イミダゾールペプチド添加試験において、クロマグロ稚魚の運動性における飼料中関連化合物 
の影響を in vitro で評価するため、筋肉（普通筋）における pH 緩衝能を滴定法によって調べ

た。その結果、中性〜弱アルカリ性付近の pH 帯においてイミダゾールペプチド添加飼料を与

えたクロマグロ稚魚の筋肉は対照区およびヒスチジン添加区よりも強い緩衝能を示すことが

明らかとなった（図 2-17、鹿児島大学）。同試験区の筋肉中には他の試験区よりも高濃度のア

ンセリンやカルノシンが見出されたことから、これらのジペプチドの運動性におよぼす機能が

期待された。 
④ クレアチン・アルギニン添加試験 
・前年度に実施した 13C 標識アミノ酸の追跡実験（課題（１）－１）により、標識されたアミノ  
酸からクレアチンが合成されてクロマグロ稚魚の筋肉中に蓄積されることが示唆された。この 
ため、クレアチンがクロマグロ稚魚の生育に及ぼす影響を評価する目的で、クレアチンおよび 
クレチンの材料となるアルギニンを添加した飼料を作製した。また、アルギニンの過剰投与に 
よりリジンの吸収が阻害され、リジン不足に陥ることが知られていることから、アルギニンに 
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リジンを添加した飼料も作製した。（表 2-3、林兼産業） 
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図 2-1. タウリン添加試験におけるクロマグロ稚魚の体重、全長および飼料効率 
（2 水槽分の平均値±標準偏差、 Tukey HSD test, p<0.05） 

 

 
図 2-2. タウリン添加試験におけるクロマグロ稚魚の生残率の推移 

 

 
図 2-3. タウリン 2%添加区で観察された噛み傷 
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図 2-4. タウリン添加試験におけるクロマグロ稚魚の肥満度と比肝重量 

（2 水槽分の平均値±標準偏差） 
 

 

図 2-5. タウリン添加試験におけるクロマグロ稚魚の血中トリグリセリドと血中

総コレステロール（2 水槽分の平均値±標準偏差、 Tukey HSD test, p<0.05） 
 

 

図 2-6. タウリン添加試験におけるクロマグロ稚魚の血中ヘモグロビン、グルコース、 
総タンパク質（2 水槽分の平均値±標準偏差、 Tukey HSD test, p<0.05） 

 

 

図 2-1. タウリン添加試験におけるクロマグロ稚魚の体重、全長および飼料効率 
（2 水槽分の平均値±標準偏差、 Tukey HSD test, p<0.05） 

 

 
図 2-2. タウリン添加試験におけるクロマグロ稚魚の生残率の推移 

 

 
図 2-3. タウリン 2%添加区で観察された噛み傷 
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              図 2-7. タウリン添加試験におけるクロマグロ稚魚の肝臓脂質含量 

（Tukey HSD test, p<0.05） 
 
 

 
 

図 2-8. タウリン添加試験におけるクロマグロ稚魚の脂質クラス組成分析 
（Tukey HSD test, p<0.05） 
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図 2-9. タウリン添加試験開始前後のクロマグロ肝臓における脂質染色 
 
 
 

 

図 2-10. 対照区と比較してタウリン 2%添加区で発現が増減した遺伝子群 
（リポタンパク質代謝経路） 

 
 
 
 

 
              図 2-7. タウリン添加試験におけるクロマグロ稚魚の肝臓脂質含量 

（Tukey HSD test, p<0.05） 
 
 

 
 

図 2-8. タウリン添加試験におけるクロマグロ稚魚の脂質クラス組成分析 
（Tukey HSD test, p<0.05） 
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図 2-11. タウリン添加試験におけるリポタンパク質代謝関連遺伝子の発現 
（Tukey HSD test, p<0.05） 

 
 

 
図 2-12. クロマグロ消化酵素を用いた餌飼料人工消化産物の含窒素成分量（T test, p<0.05） 

 
 

 
図 2-13. 特殊処理魚粉飼料を給餌試験におけるクロマグロ稚魚の全長、体重、肥満度 
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図 2-14. 特殊処理魚粉飼料給餌試験における飼料および糞便の NMR シグナル強度 

 
 

 

図 2-15. ヒスチジン・イミダゾールペプチド添加試験におけるクロマグロ稚魚の体重、 
全長、肥満度および餌料効率 

 

 

図 2-11. タウリン添加試験におけるリポタンパク質代謝関連遺伝子の発現 
（Tukey HSD test, p<0.05） 

 
 

 
図 2-12. クロマグロ消化酵素を用いた餌飼料人工消化産物の含窒素成分量（T test, p<0.05） 

 
 

 
図 2-13. 特殊処理魚粉飼料を給餌試験におけるクロマグロ稚魚の全長、体重、肥満度 
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図 2-16. ヒスチジン・イミダゾールペプチド添加試験における飼料、筋肉、血漿中のイミダゾー

ルペプチド関連化合物（a,ab,b Tukey HSD test, * t-test, p<0.05） 
 
 

 
図 2-17. ヒスチジン・イミダゾールペプチド添加試験における筋肉抽出物の pH 緩衝能評価 
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図 2-18. クレアチン・アルギニン添加試験におけるクロマグロ稚魚の全長、体重、肥満度 
（Tukey HSD test, p<0.05） 

 
 
３．今後の問題点等 

特になし 
 

４．成果の公表 
・相馬智史、馬久地みゆき、玄浩一郎、高志利宣、樋口健太郎、菊地淳、坂田研二、吉川壮太、 
門田洋二、大谷諒敬、横山佐一郎．異なる飼餌料を給餌したクロマグロ稚魚の代謝物解析． 
平成 30 年度日本水産学会秋季大会． 

 
 
  

 

図 2-16. ヒスチジン・イミダゾールペプチド添加試験における飼料、筋肉、血漿中のイミダゾー

ルペプチド関連化合物（a,ab,b Tukey HSD test, * t-test, p<0.05） 
 
 

 
図 2-17. ヒスチジン・イミダゾールペプチド添加試験における筋肉抽出物の pH 緩衝能評価 
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